
トッピングを組み合わせて
ちょっとしたおつまみに！

昔から 本店の 裏メニューとして 密
かに  愛されてきた商品。特製ごまだ
れがきゅうりとベストマッチ 。まず
は一品目にどうぞ！

タンメン野菜  200円

のり＋明太子  280円

チャーシュー+からもや  280円

たたきＱ  350円

博多の餃子は一口サイズ。外側は
ぱりっと焼き上げ、頬張ると中から
はジューシーな肉汁が溢れ出しま
す。アルコールにもラーメンにも合
う鉄板商品です！

博多ひとくち餃子

当店自慢のおつまみ

「あとラー」とは、飲んでつまんで、

最後にラーメンで〆るというスタ
イル。

もともと、一風堂のスタッフ用語
として

使われている言葉です。

「あとラーで！」と注文するのが
、

博多流の通な注文スタイル！飲んで つまんで ラーメンで〆る

［お飲みもの］

福岡の老舗豆腐店、豆藤さんと共
同開発した特製豆腐を使用してい
ます。ピリッと辛味噌ととろける豆
腐の食感が口当たりマイルドに広
がります。

辛豆腐  350円

420円 〈ハーフ〉220円

こんな使い方も

① ② ③

チャーシュー+半熟塩玉子  380円

＋

＋

＋

無
料

［お品書き］

・生ビール         500円　・びんビール     500円　・グラスビール  300円
(レモン・ブドウ・グレープフルーツ)・ハイボール 350円　・チューハイ　   各350円



特製の香味油と辛みそを加えることで、
一杯のラーメンの中で

いくつもの味の奥行きと調和を楽しめます。
麺は弾力と存在感を表現した角刃麺線22番。
白丸が正統派のとんこつラーメンならば、

赤丸新味は豚骨ラーメンの可能性を広げた" 革新派 "。 
コクと深みを追求した、一風堂の自信作です。

AKAMARU-SHINAJI

赤丸新味 850円

赤丸スペシャル 1,080円1,180円通
常

赤丸新味
に、のり・

半熟塩玉
子・

チャーシュ
ー2枚増量

しました。

お得な人
気トッピン

グ

全部のせ！



RAMEN［ラーメン］

赤丸チャーシュー
［赤丸新味+チャーシュー］

野菜赤丸

1,050円
たっぷりの野菜と一緒に！
［赤丸新味+タンメン野菜］

博多ひとくち餃子
420円／〈ハーフ〉220円

ラーメンとごいっしょにどうぞ！

2枚増1,000円／4枚増1,130円

［赤丸新味+のり＋半熟塩玉子］

（玉子赤丸…950円）
※玉子はカット前のままご提供いたします。

のり玉子赤丸 1,030円

※替玉とは、麺のおかわりのことです。 
麺の固さは｢ふつう｣、｢カタ｣、｢バリカタ｣、｢ハリガネ｣から選べます。

替玉 130円  小玉 80円
麺のお替わり（博多細麺）

KAEDAMA 替玉 TOPPING のせもの

ねぎ きくらげもやし のり

半熟塩玉子温泉玉子 明太子タンメン野菜

2枚150円 円/4枚280

チャーシュー

固 柔

バリカタ カタ ふつう

麺の固さ
選べます。
ハリガネ

80円

100円 200円



創業当時から今に引き継ぐ
一風堂のとんこつラーメンの本流であり、原点の味。

18時間の調理と、丸１日の熟成を経て、
とんこつの旨味を極限まで抽出した
豊かで香り高いシルキーなスープに、

博多らしい細麺、丸刃麺線26番がマッチします。

白丸元味 790円

SHIROMARU-MOTOAJI

白丸元味
に、のり・

半熟塩玉
子・

チャーシュ
ー2枚増量

しました。

お得な人
気トッピン

グ

全部のせ！

白丸スペシャル 1,020円1,120円通
常



RAMEN［ラーメン］

白丸チャーシュー
［白丸元味+チャーシュー］

野菜白丸

990円
たっぷりの野菜と一緒に！
［白丸元味+タンメン野菜］

チャーハン
〈大〉650円／〈中〉500円

ラーメンとごいっしょにどうぞ！

2枚増940円／4枚増1,070円

のり玉子白丸 970円
［白丸元味+のり＋半熟塩玉子］

（玉子白丸…890円）
※玉子はカット前のままご提供いたします。

※替玉とは、麺のおかわりのことです。 
麺の固さは｢ふつう｣、｢カタ｣、｢バリカタ｣、｢ハリガネ｣から選べます。

替玉 130円  小玉 80円
麺のお替わり（博多細麺）

KAEDAMA 替玉 TOPPING のせもの

ねぎ きくらげもやし のり

半熟塩玉子温泉玉子 明太子タンメン野菜

2枚150円 円/4枚280

チャーシュー

固 柔

バリカタ カタ ふつう

麺の固さ
選べます。
ハリガネ

80円

100円 200円



博多絹ごしとんこつをベースに、
とうばんじゃん

豆板醤や
てんめんじゃん

甜麺醤などを独自に配合した
肉味噌を大胆にトッピング。
山椒などのスパイスを効かせた

特製ラー油が全体をピリリとまとめあげ、
中太のストレート麺がうま味と辛味を
余すところなくすくいあげます。

1989年に大名本店で登場以来、進化を続ける根強い人気の一杯です。 一風堂からか麺 890円

IPPUDO-KARAKAMEN

からかスペシャル 1,120円1,220円通
常

からか麺
に、のり・

半熟塩玉
子・

チャーシュ
ー2枚増量

しました。

お得な人
気トッピン

グ

全部のせ！



RAMEN［ラーメン］

さを選べます！

野菜からか麺

1,090円
たっぷりの野菜と一緒に！［からか麺+タンメン野菜］

［からか麺＋温泉玉子］

温玉からか

（玉子からか麺…990円）

（明太子ごはん〈温玉なし〉…300円）

990円

のり玉子からか麺 1,070円
［からか麺+のり＋半熟塩玉子］

明太子ごはん〈温玉のせ〉 400円
ラーメンとごいっしょにどうぞ！

普通 3辛 8辛 特辛 超特辛

［普通］・［３辛］・［８辛］・［特辛］・［超特辛］の 5段階から、
辛さを選べます。特辛以上は別次元の辛さになるため、
辛いのが苦手な方はお気を付けください。

　らか麺は中太麺を使用している為、
一風堂お勧めの固さで提供しています。
か

辛
※替玉とは、麺のおかわりのことです。

替玉 小玉

トッピング

130円 80円

100円温泉玉子・半熟塩玉子
200円

2枚150円/4枚280円
タンメン野菜・明太子

替玉（博多細麺）

チャーシュー

80円もやし・ねぎ・きくらげ・のり

※玉子はカット前のままご提供いたします。



RICES［ごはんもの］

SIDE DISH［一品料理］

※白ごはんもあります。（160円）

※当店のお米は、100％国産米を使用しております。

  300 円

  360 円   260円

博多ひとくち餃子

ハカタノチカラめし 温玉のせごはん

〈温玉のせ〉

400円

博多の餃子は一口サイズ。 外側はパリッと焼き上げ、
頬張ると中からはジューシー な肉汁が溢れだします。

チャーハン 明太子ごはん

420円/〈ハーフ〉220円

一風堂流玉子かけごはん。
玉子かけごはん用の醤油を使用しています。

チャーハンに適した専用米を使用し、強火で一気に炒め、
「パラッ」とした食感に仕上げました。

博多名物の明太子をごはんの上にたっぷりのせました。
「一風堂に行ったらラーメンと明太子ごはん」と言われる看板めし。

たたきQ
350円

辛豆腐
350円

香ばしく焼き上げたオリジナルチャーシューを、
博多名物明太子とともにアツアツの白ごはんにのせました。

〈温玉のせ〉

460円

 〈大〉 650 円
 〈中〉 500 円


